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ヘムスロイドの杜の周りも
黄金色

７月のいこいこ広場 通信
いこいこ広場の行事は以下のとおりです。
なお、火曜日の午前１０時から午後３時の間はフリースペースとして、湖東コミュニティ
センター別館(旧プラチナハウス)のホールを開放します。自由にご利用ください。お困りご
と相談もさせていただいています。気軽にお立ち寄りください。
★７月３日（日）14:00～16:00
【クラシックＣＤコンサート】
★７月５日（火）10:30～11:30
【やってみよう、健康体操！】
※動きやすい服装でお越しください
※水分補給用の飲み物をお持ちください

★７月１９日（火）10:30～11:30
【板倉美帆のイライラしない子育て講座】
※要申込→申込はメールかお電話で
ﾒｰﾙ oshitate-i@zeus.eonet.ne.jp
℡ 090-3861-0766
※資料代として 300 円いただきます

★７月２６日（火）
★７月１２日（火）

10:00～12:00

10:30～11:30

【家族介護者の会『コスモスの会』】

【まちリハ】『骨密度をはかろう！』
協力：保健センター

13:30～14:30
【スマイル発声講座】
～プロの発声法を楽しく学びましょう♪～
協力：浅居 笑さん
新型コロナの影響で
中止させていただく
ことがあります。

湖東中学校 春季総体の主な結果
★柔道★
県大会

男子個人戦３位

★女子ソフトテニス★
ブロック３位 県大会出場
★女子卓球★
ブロック５位

県大会出場

相川 蓮

どなたでも参加できます。お気軽にお越しください。

10:30～11:30【まちカフェ】もオープンします！
お気軽にお立ち寄りください。

13:15～16:00
【体力測定会】
手と足の筋力や、バランス能力などを測定する
と、体力年齢、転倒危険度などがわかります。
転ばぬ先の杖！ぜひお越しください。
“体力手帳”がもらえます！
協力：長寿福祉課

“こたかりカレー”ご存じですか？
はじめは限定１５食のスタートでしたが、
今はおかげさまで毎回５０食を超えています。
“こたかりカレー”の売上の一部は『あじさ
い食堂（子ども食堂）』の資金として活用して
います。令和３年度は、まちづくり協働課の『わ
くわく市民活動支援補助金』と合わせて、煙突
の修繕にも活用させていただきました。おかげ
で、室内に煙が逆流することもなくなり、“お
くどさん”を使って、子どもたちと味噌づくり
や薪割体験をしてかまどに火をつけ、ご飯を炊
いてみんなで食べるなど、子どもたちにとって
貴重な経験をしてもらえたと思います。
私たちも子ど
もたちの笑顔に
童心に返り、楽し
く一緒に活動を
できています。こ
れも皆さんのお
かげです。今後と
もよろしくお願
いいたします。
こもれ日小田苅家

世話人一同

まち協だより
湖東まち協

令和４年度総会 開催

5 月２６日、湖東コミセンにおいて令和４年度の総会を開
催しました。令和３年度の活動・決算報告、令和４年度の役
員、及び事業計画・予算案についてそれぞれ審議いただき、
すべて承認していただきました。
新型コロナの影響で２年書面決議となりましたが、今年は
無事に開催でき、自治会長様、まちづくり推進員様をはじめ、
たくさんの方にお集まりいただき、誠にありがとうございま
した。計画に基づき活動していきますので、皆様のご支援、
ご協力をお願いいたします。
会長

小島 善雄

副会長 福田 勝彦

副会長 中野 一男

会計 板倉 成子
（事務局）

ちょこっとタクシーがより便利になりました！

第１弾

便利になったこと
★【愛東・湖東エリア】になり、愛東エリアへも 1 回の乗車 200 円で移動できるようになり
ました！
★東近江総合医療センターや、近江温泉病院などへも移動できるようになりました！
ご注意
ください

★電話での予約が必要です。
★予約のあったバス停のみ止まります。
★予約のない便は運行しません。
★予約が重なった場合は乗り合わせにな
ります。その時は出発時刻・到着時刻が
若干変動します。

～予約方法～
『愛東・湖東エリア運行』予約センター
近江タクシー(株)湖東

０１２０－１７－２５１０
（予約時間：６:００～２２:００）
電話をかける
「ちょこっとタクシー愛東・湖東エリアの
予約をお願いします」 と伝えた後、
●何月何日の何便を予約するか
●何人で乗車するか
●お名前
●どこのバス停から、
どこのバス停まで乗車するか
を伝える。

出発時間

予約時間

１便

7:25

前日まで

２便

8:40

前日まで

３便

9:30

9:00 まで

４便

10:10

9:40 まで

５便

11:35

11:05 まで

６便

12:50

12:20 まで

７便

14:00

13:30 まで

８便

15:30

15:00 まで

９便

16:45

16:15 まで

１０便

17:55

17:25 まで

１１便

19:05

18:35 まで

バス停の位置や詳細はこちら
の冊子をご覧ください。
ご自宅にない場合は、湖東コミ
センや湖東支所においてあり
ます。

これで予約完了です！
※予約の取り消しは、同じ電話番号へ連絡してください

次回は愛東へお出かけします。

令和４年度 米 寿 記 念 写 真 展 を開催します
東近江市社会福祉協議会では敬老の気持ちを育み、思いやりや地域を大切に思う心が育ち合う
まちづくりを目的に、満８８歳を迎える方々に米寿をお祝いする写真を撮影していただき、
『米寿記念写真展』を開催します。
●対

象：昭和９年１月１日～１２月３１日生まれの方
※米寿記念写真展にご協力いただける方のみ

●撮影料金：５,０００円（申込書に添えて、社協窓口でお申し込みください。）
●撮影時期：７月下旬～（撮影した写真は写真展での掲額終了後、ご自宅にお届けします。）
●撮影場所：ご自宅、写真館スタジオ(指定)、市内の通所･入所施設、病院など
●申込締切：７月２２日（金）
●写 真 展：９月中旬～（予定）

【お申し込み/お問い合せ】
東近江市社会福祉協議会 湖東事務所
住所 東近江市池庄町 495

電話 0749-45-2666

または

050-5802-2974

※コロナウイルスの状況等により、撮影をキャンセルさせていただく場合があります。

湖東マングース
★
★
★
★

復活！

目
標：「県大会で優勝したい！」キャプテン 西堀くんより
団
員：２７名
練 習 日：毎週土･日曜日
練習場所：湖東第２小学校グラウンド

夏 休 み 社 会 見 学 ツ ア ー （詳細は来月号で）

『バスに乗って湖東再発見！～隠れた湖東の良さを見つけよう～』
期日：８月１２日(金) 参加費：1,000 円(昼食費含む) 対象：小学５・６年生
主催：湖東まち協子育て支援プロジェクト

７月 さざんか学習講座

湖東コミセンプレゼンツ

ガーデンマルシェ
を開催します♪

１、８、
１５、２２日（金）13:30～ いきいき健康教室
２日（土） 9:00～ こどもクッキング教室
４、２５日（月）18:30～ 三味線に挑戦!!

日 時：６月２６日（日）
10:00～15:00
場 所：湖東コミセン中庭

１５日（金）10:00～ プラチナ教室
１５日（金）13:30～ 季節の花を楽しむ教室
２１日（木）13:30～ 大人のやさしい書道教室
２２日（金）19:30～ ミラクルレディ教室

いろいろなお店が並びます。
ぜひお越しください(＾＾)

２４日（日） 9:00～ 季節野菜おいしくクッキング

こもれ日 小田苅家 あじさい食堂（子ども食堂）
★ 開催日：７月１３日（水）・２７日（水）
★ 参加費：１００円
※ 新型コロナの影響で中止になる場合があります。
＜編集・発行＞

あじさい食堂に来てくれる子どもたちを募集しています。
気軽にご連絡ください。学区は問いません。

≪連絡先≫こもれ日小田苅家：０７４９－３１－３１６５

湖東地区まちづくり協議会 東近江市池庄町 495

湖東コミュニティセンター内

IP : 050-5801-0950
NTT : 0749-45-0950
ホームページ http://www.sukisuki-koto.jp/

FAX : 0749-45-2049
E ﾒｰﾙ suki-koto@e-omi.ne.jp

